
再⽣可能エネルギーの地産地消に
向けた豊⽥市の取組
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【財政⼒指数(総務省)】
H26年・・・19位
H27年・・・33位
H28年・・・18位／1741⾃治体

「クルマのまち」「ものづくりのまち」

ものづくり産業集積地

トヨタ⾃動⾞本社

FCV

PHV

422,542⼈

222,169⼈200,373⼈

（出典︓平成27年国勢調査）

豊⽥スタジアム 豊⽥市美術館

豊⽥市中央図書館スカイホール豊⽥

１ 豊田市の紹介

●面積
918.32㎢
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■市域の7割を森林が占める

■豊かな⾃然・農産物・特産物も豊富

都市近郊部（市域の３０％）
⼈⼝︓40.1万⼈（9５.０%）
都市近郊部（市域の３０％）
⼈⼝︓40.1万⼈（9５.０%）

■平成17年に6町村と合併

中⼭間部（市域の７０％）
⼈⼝︓2.1万⼈（５.０%）
中⼭間部（市域の７０％）
⼈⼝︓2.1万⼈（５.０%）

■都市近郊部にも豊かな⾃然環境

ラムサール条約登録湿地
〜東海丘陵湧⽔湿地群〜
トヨタ本社から７km弱の距離

１ 豊田市の紹介 ～豊かな自然をあわせ持つまち～

918.32ha



次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ・社会ｼｽﾃﾑ実証地域
（2010～2014年度）

継続
～2020年度

地域活性化総合特別区域
（2011～2015年度）

2009
（Ｈ21）

2010
（Ｈ22）

2011
（Ｈ23）

2012
（Ｈ24）

2013
（Ｈ25）

2014
（Ｈ26）

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

● 2010.4 選定

● 2011.12 指定

豊田市つながる社会実証推進
協議会（2016年度～）

２ これまでの取組
（１）環境先進都市としての取組経緯

第2次アクションプラン
（2014～2018年度）

環境モデル都市
（アクションプラン 2009～2013年度）

●2009.1 選定

● 2016.10 設立

SDGs未来都市

● 2018.6 選定



次世代自動車（PHV、EV）
大２５万円（充電・外部給電設備、各５万円含）

家庭用エネルギー管理システム

HEMS 大４万円

（２）取組の現状 ～エコファミリー支援制度～

住宅用
太陽光発電

大８万円

家庭用蓄電池
大１６万円

燃料電池 エネファーム

大６万円



スマートハウス減税〈全国初〉
新築・既築のスマートハウスの固定資産税を３年間、１／２減免

創エネ＝太陽光発電、

蓄エネ＝蓄電池、

省エネ＝HEMS

をすべて備えた家

再生可能エネルギー発電設備減税〈全国初〉

国の認定を受けた１０kw～２０００ｋｗ未満の

発電設備の固定資産税を３年間、１／２減免

電気軽自動車減税〈県内初〉

電気自動車・小型電気自動車の
軽自動車税を３年間、１０／１０減免

（２）取組の現状 ～環境減税～



（２）取組の現状 ～再エネの導入促進～

再⽣可能エネルギー導⼊指針 平成２４年１２⽉策定
●視点︓“持続可能”かつ“活⼒ある”低炭素社会を⽬指す
●施策と効果︓

①地元事業者の再⽣可能エネルギー事業への参画促進 → 地域産業の振興
②市⺠・事業者等の再⽣可能エネルギーの導⼊⽀援 → ＣＯ２排出量の削減
③公共施設への再⽣可能エネルギーの導⼊推進 → 資産の有効活⽤

●⽬標︓再⽣可能エネルギー導⼊率 ２０３０年 ３０％

再⽣可能エネルギーの導⼊の推進に関する条例 平成２６年３⽉策定
豊⽥市議会“初”の議員提案による政策的な条例
●基本原則︓市⺠⽣活の向上、市⺠経済の発展、地域の活性化に資するよう

再⽣可能エネルギーの導⼊の推進を積極的に⾏われなければならない



8（２）取組の現状 ～公共施設の発電設備～

公共施設に再エネ発電設備を積極導⼊

学校等への太陽光発電設備の
設置（約５０施設）

渡刈クリーンセンター
（バイオマス発電）

⾯ノ⽊⾵⼒発電所（３基）



（２）取組の現状 ～とよたエコフルタウン

スマートハウス 都市の食料生産
「植物工場」

地元の木材を使った
スマートハウス

パーソナリーモビリ
ティ体験乗車

水素ステーション

スマートモビリティパークパビリオン内「発見の森」地産地消レストラン

燃料電池自動車

来場者数約２５万⼈ 海外10８か国から来場



■太陽光発電でＥＶ充電や
防犯灯の電源を供給

10（２）取組の現状 ～スマートタウン整備～

市有地を売却してスマートタウン化

平成２８年８月街びらき



３ これからの取組

未来都市とよたビジョン 〜豊かな暮らしの実現に向けて〜



設⽴⽇ ２０１６年１０⽉１２⽇
活動テーマ

①資源・エネルギーの地産地消
②超⾼齢社会への対応
③交通安全の推進

協議会の特徴
①⼈⼯知能・ＩｏＴ等の先進技

術を活⽤し、市の課題解決を図る
②⺠産⾦学官の連携
③国内外への横展開
④地⽅創⽣推進交付⾦の活⽤
⑤総合特区の推進⺟体
⑥地⽅版ＩｏＴ推進ラボの推進⺟体
会員
６３団体（２０１９年２⽉末現在）
会⻑︓豊⽥市⻑

ＡＩ／ＩoT／ビッグデータ

資源・エネルギーの
地産地消

超高齢社会
への対応

交通安全の推進

（１）豊田市つながる社会実証推進協議会



ＶＰＰプロジェクト
市内の再エネの発電量に合わせて、家庭や事業所の消費を蓄電池、PHV、エコキュ

ートなどの機器で制御し、エネルギーの需給管理を⾏う

【実施主体】
中部電⼒
デンソー
トヨタ⾃動⾞
ﾄﾖﾀｴﾅｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
豊⽥市

エネルギーの地産地消・ＶＰＰプロジェクト

再⽣可能エネルギー活⽤の最⼤化
とエネルギー地産地消の実現



エネルギーの地産地消・ＶＰＰプロジェクト

親アグリゲータ
(電力会社)

発電所

リソースアグリゲータ

リソースアグリゲータ

需給制御を依頼

集中電源を制御

需要家側エネルギーリソース

再生可能エネルギーの導入拡大需給バランス

・CO2削減 ・エネルギーコスト削減 ・エネルギー自給率向上

調整力としての火力電源代替
周波数

供給
（発電量）

需要
（消費量）

従来は

VPPでは

t

kW
供給



実施主体︓豊⽥通商、中部電⼒、豊⽥市

エネルギーの地産地消・Ｖ２Ｇ

⼀般家庭
事業所

再エネ発電電⼒系統

業務⽤⾞

⾃家⽤⾞

再エネの普及拡⼤に伴い、今後、出⼒変動の増
⼤や余剰電⼒の発⽣が想定される。

このため、電動⾞の⾞載蓄電池を束ねて充放電
させることにより、調整⼒や再エネの供給⼒シ
フト等として電動⾞を利活⽤する仕組みの構築
を⽬指す。

• 環境負荷の低い電動⾞の普及、ユーザへの電動⾞・充放電器の新たな価値の提供
• 新たな調整⼒リソースの確保、リソース多様化による需給調整コストの低減

充電

放電
電⼒需要

（時間）

（発電量）

太陽光発電

⽕⼒発電等

供給余剰分
電動⾞

（発電量）

電動車の充放電により
周波数調整を実施

（時間） （時間）

（発電量）
充電

放電

電動⾞

低炭素社会の実現
電⼒の安定供給への貢献



ＳＤＧＳとよた再エネチャレンジ
再⽣可能エネルギーの地産地消に向けた有効活⽤や、産業・交通部⾨のCO2排出量

削減への貢献を⽬的として、３年間の実証実験を開始

【実施主体】
中部電⼒
トヨタ⾃動⾞
⽇本⾃然エネルギー
ユーピーアール
豊⽥市

エネルギーの地産地消・再エネチャレンジ

再⽣可能エネルギーの地産地消に
向けたモデルの構築



（２）SDGS未来都市

2018年6⽉15⽇ 内閣府から
「SDGS未来都市」に選定



（３）国外への情報発信と都市間連携

≪インドネシア・バンドン市と事業連携≫

≪イクレイ︓持続可能を⽬指す
国際ネットワークへの加盟≫

⽇本版「⾸⻑誓約」⻄三河５市

≪SDGｓ推進国際シンポジウムin とよた≫



御清聴ありがとうございました。


